
Sundae
Cherry

Banano

Chocolate

Strawberry

Oreo

Brownie

Chocolate ice

Strawberry source

バナナスプリットサンデー

□BANANA SPLIT
　SUNDAE / 880

バニラ×チョコバナナの定番サンデー！

ストロベリーオレオサンデー

□STRAWBERRY OREO
　SUNDAE / 850

オレオがアクセントになった
ストロベリーサンデー

Strawberry ice

価格は全て税別表記となります。



淡路島北坂たまごの
ブリュレシフォン

淡路島北坂たまごの
チョコバナナシフォン

□
pi

cK
 u

p! 淡路島
北坂養鶏場の北坂たまご

日本の養鶏場で 6％しかない
日本在来の純国産鶏を飼育し、
自然豊かな地で育った、
安心安全の北坂養鶏場の
こだわり卵です。

□CHIFFON OF CHOCOLATE BANANA AND
　“KITASAKA EGG” FROM AWAJI /  650

□BRULEE CHIFFON OF
　“KITASAKA EGG” FROM　AWAJI　/ 600

# クロワッサンな食パン

まるでクロワッサンのようなサクサクジューシーなミ
ミと、中はふんわり豊かな風味の 2 つの食感。ちょっ
と贅沢・ちょっと特別なトースト専用食パン。

価格は全て税別表記となります。

クロワッサンな食パンを使った
キャラメルバナナのフレンチトースト

□CARAMEL BANANA FRENCH TOAST OF
　CROISSANT WHITE BREAD / 1180

クロワッサンな食パンを使った
フレンチトースト
メープル＆ホイップクリーム

□MAPLE & WHIP FRENCH TOAST OF
　CROISSANT WHITE BREAD / 1180

French toast &

　　Chiffon cakeFrench toast &

　　Chiffon cake

クロワッサンな食パンを使った
ティラミスフレンチトースト

□TIRAMISU FRENCH TOAST OF
　CROISSANT WHITE BREAD / 1180



DESSERT SET
+300yen!

お好きなデザートに+￥300 でドリンクセットに！

価格は全て税別表記となります。

コーヒー（hot or ice）
□COFFEE

カフェ ラテ（hot or ice）
□CAFE LATTE

紅茶（hot or ice）
□TEA

ウーロン茶
□OOLONG TEA

オレンジジュース
□ORANGE JUICE

グレープフルーツジュース
□GRAPE FRUIT JUICE

マンゴージュース
□MANGO JUICE

パイナップルジュース
□PINEAPPLE JUICE

CAFE



価格は全て税別表記となります。

オレンジ＆マンゴー
□ORANGE AND MANGO　/ 680

フランボワーズ＆クランベリー
□FRAMBOISE AND CRANBERRY　/ 680

バナナ豆乳
□BANANA AND SOY MILK　/ 680

イチゴ豆乳
□STRAWBERRY AND SOY MILK　/ 680

デザート感覚でお楽しみ頂けるヨーグルトドリンクは
フルーツとの相性抜群！

YOGURT

ハニーレモネードスカッシュ
□HONEY LEMONADE SQUASH　/ 580

オリジナルレモネードシロップを使って
甘酸っぱい仕上がりに。
爽やかなハーブレモネードもおすすめです。

LEMONADE



COFFEE

エスプレッソ シングル
□ESPRESSO SINGLE / 400

エスプレッソ ダブル
□ESPRESSO DOUBLE / 500

カプチーノ
□CAPCCINO / 580

カフェ ラテ（hot or ice）
□CAFE LATTE / 580

キャラメル ラテ（hot or ice）
□CARAMEL LATTE / 630

へーゼルナッツ ラテ（hot or ice）
□HAZELNUTS LATTE / 630

モカ ラテ（hot or ice）
□MOCHA LATTE / 630

コーヒー（hot or ice）
□COFFEE / 500

アイスティー
□ICE TEA / 550

アッサム
□ASSAM / 630

ダージリン
□DARJEELING / 630

アールグレイ
□EARL GREY / 630

キャラメルカスタード
□CARAMEL AND CUSTARD / 630

ジャスミン
□JASMINE / 630

TEA

ロイヤルミルクティー（hot or ice）
□ROYAL MILK TEA / 600

ロイヤルキャラメルミルクティー（hot or ice）
□ROYAL CARAMEL MILK TEA / 630

ロイヤルヘーゼルナッツミルクティー（hot or ice）
□ROYAL HAZELNUTS MILK TEA / 630

ROYAL MILK TEA
アッサム 100％の茶葉を使用したオリジナルロイヤルミルクティー

価格は全て税別表記となります。



自家製ミックスジュース
□HOMEMADE MIX JUICE / 650

オレンジジュース
□ORANGE JUICE / 500

グレープフルーツジュース
□GRAPE FRUIT JUICE / 500

アップルジュース
□APPLE JUICE / 500

パイナップルジュース
□PINEAPPLE JUIC / 550

クランベリージュース
□CRAMBERRY JUICE / 550

マンゴージュース
□MANGO JUICE / 550

コーラ
□COLA / 500

ウーロン茶
□OOLONG TEA / 500

ジンジャーエール
□GINGER ALE / 500

SOFT DRINK

価格は全て税別表記となります。

ALCOHOL



よなよなシャンディ・ガフ
□YONAYONA SHANDY GAFF / 700

よなよなエール（生）
□YONAYONA ALE / 760

よなよなレッドアイ（よなよなエール +トマトジュース）
□YONAYONA RED EYE / 700

よなよなパナシェ（よなよなエール +自家製レモネード）
□YONAYONA PANACHÉ / 700

よなよなカシスクランベリービア
（よなよなエール +カシス+クランベリージュース）

□YONAYONA CASSIS CRANBERRY / 700

YONAYONA ALE
&

YONAYONA BEER COCKTAIL

よなよなエールを使った彩り豊かなビアカクテルは
野菜やフルーツの風味を感じる飲みやすいテイスト。

ハートランド（生）
□HEARTLAND / 600

BEER

価格は全て税別表記となります。



□ORIGINAL SANGRIA / glass 680
 Jug 1780自家製サングリア　（赤・白）

キール（白ワイン+カシス）
□KIR / 650

キール　ロワイヤル（スパークリング+カシス）
□KIR ROYAL / 650

ミモザ（スパークリング+オレンジジュース）
□MIMOSA / 650

キティ（赤ワイン+ジンジャーエール）
□KITY / 650

アメリカンレモネード（赤ワイン+自家製レモネード）
□AMERICAN LEMONADE / 650

フルーツをたっぷり漬け込んだほんのり甘い
オリジナルサングリア。

赤と白の 2種よりお好みをお選び下さい。

SANGRIA

WINE COCKTAIL

SPARKLINGWINE & WINE

スパークリングワイン
□SPARKLING WINE / glass 650 / bottle 3800

桃のスパークリングワイン
□SPARKLING WINE PEACH / bottle 4000

ドンロメロ　ブラン ( フルーティー )
□DON ROMERO BLANC / glass 600 / bottle 3500

ソーコル・ブロッサー（ドライ＆アロマ）
□SOKOL BLOSSER / bottle 3500

ヌーガン　エステート（ドライ＆リッチ）
□NUGANA ESTATE / bottle 3500

ドンロメロ・レッド（ミディアム）
□DON ROMERO RED / glass 600 / bottle 3500

ヌーガンエステート（ミディアム）
□NUGANA ESTATE / bottle 3500

チャールズ＆チャールズ ( フルボディー )
□CHARLES & CHARLES / bottle 3500

WHITE

RED

価格は全て税別表記となります。



自家製レモネードカクテル
□ORIGINAL LEMONADE COCKTAIL / 650

自家製ハーブレモネードカクテル
□ORIGINAL HERB LEMONADE COCKTAIL / 680

ミックスベリーモヒート
□MIX BERRY MOJITO / 700

クラシックモヒート
□CLASSIC MOJITO / 650

オリジナルレモネードシロップを使用した
お酒が苦手な方でも飲みやすいアルコールカクテル

MOJITO

LEMONADE COCKTAIL

ソーダ・コーラ・ジンジャーエール・トニックウォーター
オレンジジュース・グレープフルーツジュース

パインジュース・ウーロン茶

ライム×ジンジャーエール
□LIME × GINGER ALE / 600

ざくろ×ジンジャーエール
□POMEGRANATE × GINGER ALE / 600

マンゴー×パイナップル
□MANGO × PINE APPLE / 600

ストロベリー×グレープフルーツ
□STRAWBERRY × GRAPE FRUIT / 600

スタンダードカクテルいろいろ。
下記よりお好きなドリンクとの組み合わせをお楽しみ下さい

COCKTAIL

NON-ALCOHOL
COCKTAIL

ALL 650

ジン
□GIN

フランボワーズ
□FRAMBOISE

ピーチ
□PEACH

ウォッカ
□VODKA

マンゴー
□MANGO

カシス
□CASSIS

グリーンアップル
□GREEN APPLE

価格は全て税別表記となります。


